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食彩館 ☎0968（37）2945
物産館 ☎0968（37）3719

菊池市旭志
道の駅　旭志
旭志村ふれあいセンター

■住所／菊池市旭志川辺1886
■営業／物産館9:00 ～ 18:00
　　　　食彩館11:00 ～ 20:00os
　　　　（水・木曜は16:00os） ※税込

夜の「焼肉 ファミリー盛り合わせ」
も、4990円→4000円と超お得！

　物産館からレストランまで、
旭志の美味しいお肉が集まる
同店。３月18日～ 21日は、そ
の大セール。レストランでは
人気2大メニューがお得に。さ
らに、精肉コーナーの割引や
物産館の新商品にも注目です。

◦【食彩館】「ロースステーキ」と
「焼肉盛り合わせ」が割引！（写真）
◦【精肉コーナー】 旭志産黒毛和牛

「和王」モモ焼肉用 880円→798円
◦【物産館・新商品】旭志 牛すじ
キノコ釜めしの素 360円→300円

3月18日（土）～ 21日（祝・火）
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幸せの4日間…ウマい肉がお得！食
べる

DRUM  TAO  30周年記念公演「THE TAO 夢幻響」が熊本へ！公演

力強く美しい驚異のアートパフォーマンス

■受付／平日10:00 ～ 19:00
■住所／福岡市中央区大名2-2-1MIKIビル６階

☎092（721）2015

【問合せ・申込み】

TAO事務局
熊本市中央区

Ⓒ︎DRUM TAO

●チケット取り扱い場所
ローソンチケット

（Lコード ：82986）
チケットぴあ

（Pコード：234-899）
e+ （イープラス）
TAOオンライン
TAO事務局
熊本県立劇場
熊日プレイガイド
蔦屋書店熊本三年坂

熊本公演概要
　世界観客動員数900万人超
え。圧倒的な“音表現”を持つ
和太鼓、そして美しい旋律の篠
笛・三味線・箏（こと）などを驚
異のパフォーマンスで表現する

「DRUM TAO（ドラム・タオ）」
が今年、結成30周年を迎えま
した。その記念作品となる新作
舞台「THE TAO 夢幻響」が熊
本にやってきます！
　30年前、「和太鼓で世界に通
用するエンターテインメントを
創造する」と始まったTAOの挑
戦は、４年後の1997年にミュ
ージカルのようでもあり、サ

ーカスのようでもある、「天響
（TENKYO）」という作品となっ
て誕生しました。
　それから毎年新作が発表されて
きましたが、今年30周年を記念
して、この「天響」を今ならどう表
現するか？ と考え、生まれたの
が「THE TAO 夢幻響」です。
　「初めての方は和太鼓だけでは
ない音楽・ミュージカルショーと
しての“DRUM TAO”の世界観を
楽しんでほしい」と代表の藤高郁
夫さん。30年の重みと未来へのエ
ネルギーが心と体に響く“究極の
ドラムアート”をあなたもぜひ。

ホームページは
ここから↓

DRUM TAO 検索←

【日時】
■①5/20（土） 開場13：15、開演14：00
　②5/20（土） 開場17：15、開演18：00
　③5/21（日） 開場12：15、開演13：00
【会場】
■熊本県立劇場　演劇ホール
   （中央区大江2-7-1）
【料金】
全席指定　SS席 7900円／ S席 6900円
車椅子席 7900円
※６歳未満の入場不可。前売・当日券同金額
　車椅子席の希望者は電話でTAO事務局まで連絡を

インタビューは
ここから↓

つなぎ桜祭り 検索←

4月2日（日）、ご当地グルメや特産品が集まる「つなぎ桜祭り」イベ
ント

津奈木町

花びらが舞う公園で
飲んで食べて、楽しもう！
　津奈木町の春の一大イベント「つな
ぎ桜祭り」が今年も開催。デコポンや
サラダ玉ねぎなど特産品が買える「軽
トラ市」や、おしゃれな焼菓子、サン
ドイッチなどが集まるマルシェ、太
刀魚料理など地域の“うまいもん”が
たらふく味わえるグルメコーナーな
ど、盛りだくさんのお祭りです。
　さらに、4年ぶりの開催となる亀萬
酒造新酒まつりも同時開催。新酒の
販売や、当日限りのシークレット商
品までお酒好きにはたまらないライ
ンナップです。グルメとお酒で、お
花見を満喫してはいかが？
　歩いて巡れる屋外アートなど、芸
術に触れるのも津奈木の楽しみ方の
ひとつ。ぜひ遊びに行ってみて！

☎0966（78）3114
津奈木町役場 政策企画課

■受付／ 9:00 ～ 17:00、土日祝休
■住所／葦北郡津奈木町大字小津奈木2123

◎日時／ 4月2日（日）11:00 ～15:00
◎会場／グリーンゲイトイベント広場
※住所／津奈木町岩城1601
　　　　つなぎ温泉四季彩前、P140台

・デコポンやサラダ玉ねぎが買える「軽トラ市」
・ハンドメイド品や焼菓子が並ぶ「桜マルシェ」
・地域のうまいもんが集まる「グルメコーナー」
・【新酒祭り】今年できたばかりの新酒「珍珠」・
　「萬坊」を販売。さらに、純米吟醸の限定生
　酒（300㎖）も要チェック！

2023年つなぎ桜祭り &
亀萬酒造新酒まつり

つなぎ屋外アートコレクション

【問合せ】つなぎ美術館
☎ 0966（61）2222

町全体を美術館に見立て、様々なアートプロジェクトを実施

詳細や作品の場所は
美術館の HP でチェック

●西野達「達仏」
森の木々に直接彫られた、33体
の黄金色の仏像。祈る姿は、訪れ
る人々を不思議な世界へ誘います

●柳幸典「石霊の森」
木々の間の巨石…割れ目に近づ
くと、地域の民謡や詩の朗読が
聞こえてきます

津奈木町には、過去のアートプロジ
ェクトで地元の人と協力しながら造
られたアート作品が点在していま
す。春のポカポカ陽気の中歩いて回
るも良し、レンタサイクルで巡るも
良し…。もちろん、美術館所蔵の作
品もぜひ観覧を

グルメ、体験、動物の赤ちゃん…春のミルク牧場はワクワクがたくさん！遊び

熊本市街から車で約50分！
1日中遊べる動物テーマパーク
　阿蘇に春が到来。ミルク牧場の動物たち
も元気いっぱい、遊びに来てくれるのを待
っていますよ！　冬から春にかけて生まれ
たばかりの子牛や子ヤギなど赤ちゃんは超
キュート。いつまでも見ていられる癒やさ
れショットをぜひ間近で。毎日開催される、
牛の乳しぼり体験や動物レース（雨天中止）
などイベントも盛りだくさんですよ。
　牧場自慢の自家製ソフトクリームや、旬
の野菜をふんだんに使ったバイキング、こ
だわりの乳製品など、グルメも要チェック。
大人も子どもも大満足間違いなしです。

■住所／阿蘇郡西原村河原3944-1
■営業／ 10:00 ～ 17:00　※5月末まで無休
■入場料／ 400円　※4月から500円に値上げ

☎096（292）2100

西原村

らくのうマザーズ
阿蘇ミルク牧場

世界のカブトムシ 昆虫ふれあい体験館
体 験 遊 ぶ

グルメ

牛の乳しぼり体験 動物レース

地元食材たっぷり
の食べ放題！

オリジナルの乳製品も多数 牧場自慢の自家製
ソフトクリーム

●毎日13:00 ～開催（現地にて事前受付）
　体験料/300円　対象/4歳以上

●毎日開催、出走11:30、15:00
　見学は無料です

開催期間／ 3月18日（土）～
※土日・祝日に限り開館
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公式HP

※税込、動物取扱業／展示：阿保 R4 展第６号

世界各地に生息するカブトムシとク
ワガタが大集合。世界最大のヘラク
レスや、鮮やかに輝くニジイロクワ
ガタなど、激レア種と出合えます

※別途入館料が必要　※展示される昆虫は、
生体のため時期により異なります

※雨天中止

採れたての新鮮な
野菜や乳製品を贅
沢に使用したバイ
キング。手づくり
スイーツも大人気

コンテストで様々な賞も獲得したチ
ーズなど乳製品をお土産にゲット。
種類も豊富で、チーズ好きにはたま
らないラインナップです

5種類の牛の生乳をブレ
ンドした、濃厚なミルク
の味わいを堪能あれ

牧場に
来たら
 コレ！




